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全米小売業協会（NRF）
は、
コロナ禍で旅行や娯楽関連の支出が減る分、
ほかの分野では消費拡大が期待で
きると指摘し、
年末商戦
（クリスマス商戦）
の小売売上高が3.6％〜5.2％増加するとの見通しをロイターが伝えた。
日本国内でもインターネット通販や無店舗の小売売上高は伸びているとの声が聞かれており、路面店でも地
域性を生かしたオンラインの活用で、
身近に潜む潜在顧客の獲得に向け、
クリスマスシーズンを今まで以上に盛
り上げてみてはいかがだろうか。

保険のご相談は
（株）東時へ

本社：03-5817-0353

http://www.e-tkb.com

毎月1日・15日発行
年間購読料8500円／1部450円
振替口座 00190-3-57579

西日本支社：06-6252-4477

ジュエリーが集 う﹁国際宝飾展

ン ド 」、

2021年1月13日
（水）〜16日
（土）
2021年最初に、最大規模の

ギフトをコンセプトに
オンラインストア開始

「ダイヤモ

東京ビッグサイト青海展示棟で開催

「 ジュエ

リー」、
「 デザイナー／クラフトマン」、

「実店舗で見てECで買う」へ

「合
宝飾見本市「第32回 国際宝 「宝飾関連製品・催事商材など」、

飾展（IJT 2021）」が、1月13

成ダイヤモンド」、
「リ・ジュエリー」
と

ROYAL ASSCHER

日（水）〜16日（土）の4日間、 なっている。

日本最大規模のジュエリーイベント
「Jewelry Week 2020」開催
全国のブランド、セレクトショップ、ギャラリーなど150組以上が参加
ジュエリーブランド、
セレクトショップ、 1つの都市にブランドを集約せず、地域
ギャラリーなど全国から150組以上の

（1）

ごとにジュエリーを核とした新たな場

徹底したコロナ対策を実施し

また、同時開催の「第9回ガールズ

100万以上のショップ

ながら、例年とは異なる会場の

ジュエリーEXPO東京」
も同じ展示会

を運営する世界最大

東京ビッグサイト青海展示棟

場内に設置されており、同じ入場券で

級のマルチチャネルコ

で開催される。

入ることが可能だ。

「ROYAL ASSCHER」
（㈱

マース
「Shopify」
（日

青海展示棟の最寄駅は、
り

T V や一 般 誌などでも話 題となる

ロイヤル・アッシャー・オブ・

本法人＝ShopifyJa-

んかい線の「 東 京テレポート

“各世代で最も輝いている人、宝石の

ジャパン）は、ブランド初とな

pan㈱）を活用した多

駅」が一番近く、徒歩約2分の

似 合う人を表 彰する”「 第 3 2 回日本

る、
ギフトジュエリーを中心とし

様なマーケティング機

距 離にある。浜 松 町からの利

ジュエリーベストドレッサー賞表彰式」

たオンラインストアを公式サイト内にて

用者が 多い、ゆりかもめでは

は、1月14日に展示会場内で開催する

11月16日より開始した。

「 青 海 駅 」から徒 歩 約 4 分と
なっている。

能を順次開始すると付け加えた。
オンラインストアでは、ジュエリーが

予定となっている
（観覧無料）。受賞者

新型コロナウイルス感染症の拡大

は10代＝森七菜さん、20代＝新木優

届く瞬間の高揚感をラグジュアリーな
パッケージに、保 証 書を付け、ギフト

主催はリードエグジビション

子さん、30代＝戸田恵梨香さん、40代

後退が懸念される一方で、消費者の購

ラッピングにて届ける。
また、
オンライン

が、12月の約1カ月間、東京・表参道に

ントとして、New Jewelry LLCが仕掛

ジャパン㈱と一般社団法人日

＝小池栄子さん、50代＝斉藤由貴さ

買行動を変化させたと捉え、オンライ

接客やオンラインチャットによる新たな

あるスパイラルをはじめ、主要都市の百

けたもの。協力者には、CLASKA、伊勢

本ジュエリー協会。

ん、60代＝田中美佐子さん、男性＝横

ンサービスの加速化に対応し、従来の

機能を通じて、
オンラインでも安心して

浜流星さん、特別賞＝内田篤人さん。

店頭での対面販売に加え、オンライン

自由な購入体験を提供。
「 ECで買う」

よる最新のジュエリーやアクセ

にて、カタログ購 入・接 客・簡易会 話

から
「実店舗で見てECで買う」への対

サリーなどが一堂に展示され

（チャット）、SNS購入など、175カ国で

出展者が参加する日本最大規模のジュ

作りを試みる。第 1 回目としてジュエ

貨店ほか、
ギャラリー、
セレクトショップ、 丹新宿、三越銀座、玉川高島屋、JR高
アトリエなど全国各地で開催される。全

島屋、阪急うめだ本店、博多阪急が名

国に点在する拠点を通じて全国区とし

を連ねている。

ウィーク」は日本初の試みとして、多彩

め、7カ所のギャラリー&セレクトショッ

なジュエリーとの出会いが創出される。

プ、14カ所のアトリエ&ショップに加え

ヨーロッパやアメリカ、オーストラリ

て、オンライン、
その他イベントなど、モ

アなどでは、業界関係者のみならず、広

ノを作る側とモノを売る側が力を合わ

く一般公開されるジュエリーのイベン

せて一つのマーケットを創造し、業界

トとして
「Jewelry Week」が有名だ。1

を盛り上げて行く重要なスタートにな

る。主催者の発表による来場メリットは、
「会期限定の特別価格」
「 新作ジュエ
リー」
「 5千〜3万円台の商品も豊富」
「ビーズ・金具などパーツを買付け」
「素
材16万点を比較・購入」
とある。
カテゴリーは、
「 パール」、
「ジェムス
トーン／ミネラル」、
「ラグジュアリー」、

ファンシーカラー ダイヤモンド
〒104-0045 東京都中央区築地７-５-３ 紀文第１ビル６階
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アイ・ケイ

㈱スタージュエリー（横浜市
中区、永井淳二社長）
は、新型コ
ロナウィルスに立ち向かう医療
従事者への支援として、1000点
のジュエリー（小売価格2万円、
非売品）
を、神奈川県看護連盟
を通じて神奈川県内の医療従

つの街にファッション、
ファイン、
アート、 るとして期待されている。

ルズ・チョイス・ア

事者にクリスマスまでに寄付す

ワード」のピープル

る事を決めた。

応となる。

医療従事者に感謝と敬意を込めて

多彩なブランドが参加するのをはじ

会場ではメーカー・卸などに

全社員参加型のプロジェクトで
ジュエリー を寄付

て開 催される大 規 模な「ジュエリー

﹂
2021

は、経済活動の収縮による大幅な景気

エリーイベント
「Jewelry Week 2020」 リー業界全体を盛り上げる新たなイベ

リーに添えるメッセージカードの
記入まで、
スタージュエリー全社
員が関わった参加型のプロジェ
クト。全社員が、
それぞれに想う
医療従事者への感謝の気持ち
を胸に筆をとった。古来より宝飾
品がお守りとしての意味合いを
伴って親しまれてきたことから、

コンテンポラリーなど 多 様なカテゴ

2010年から毎年12月に開催されて

リーのジュエリーが集結。ただジュエ

いるNew Jewelry TOKYOは、12月

リーを購入するだけではなく、
アーティ

4 日 〜 6 日にスパイラル ガー デンで

ストやデザイナー 、職 人によるトーク

Jewelry Week の一環として開催さ

賞 し 、深 紅 のドレス に 煌 めく

奈川県看護連盟に協力を依頼。

セッションやシンポジウムなどを通し

れるが、伊勢店新宿店と銀座三越は

フォーエバーマーク ダイヤモンド

新型コロナウィルスの重症・中等

て、深淵なるジュエリーの世界を体験

12月9日〜15日と12月26日〜25日

を着用し登場、話題となった。

症患者を受け入れる医療施設

することができるイベントとして海外で

の2回、玉川高島屋は12月16日〜25

ジェニファーさんが着用したの

は毎年楽しまれている。

日、ギャラリーやアトリエなどはそれぞ

は「Forevermark by Rahami

者を対象に、
スタージュエリー全社員か

カードは同企画に賛同した㈱伊東屋横

今回の「Jewelry Week 2020」は、 れ 期 間 が 異 な る の で 、詳 細 は

nov アッシャーカットダイヤモン

らの感謝のメッセージを添える。

浜元町店が無償で提供している。

ジェニファーロペスさんが
フォーエバーダイヤモンドで輝く

ズ・アイコン賞を受

地元貢献の意味を込めて神

「 地 上に降り立った天 使 」をイ
メージしたゴールドのアミュレッ
トチャームを災いから身を守るよ
うにと願いを込めて専属の職人
の手で製作し、医療従事者への

スタージュエリー 感謝と敬意を込めた。メッセージ
で勤務する1000名の医療従事

Jewelry Wee

ド ドロップ イヤリング（ P T 、計

立ち上げられ

k 2 0 2 0 のオ

36.10cts）
」
と、
「Forevermark ブ

た
「EARTH AN

フィシャルサイ

ラックレーベルスクエアダイヤモン

GEL PROJE

ト
（https://je

アイコニックなスタイル でポピュ

ドバングル
（WG、計2.25cts）」。彼女の

C T 」は 、ジュエ

welryweek.

ラー・カルチャーをリードし続ける女

唯一無二の魅力は、
自然に与えられた

リーのデザイン、

j p / ）で 確 認

優・歌 手・プロデュー サ ー のジェニ

個性を輝きに変えて解き放つフォーエ

製作からラッピン

を。

ファー ロペスさんが、
「 2020年ピープ

バーマークダイヤモンドのようだった。

グ、発 送 、ジュエ

